
■新築分譲マンション・分譲戸建の最新情報が満載！
■自由にご覧いただけますので、お気軽にお越しください。
■割引対象外の提携会社がございます。予めご了承ください。
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【分譲 提携会社】

伊藤忠ハウジング 小田急不動産 京急不動産 末長組

住友不動産 セコムホームライフ 相鉄不動産販売 大京

大和ハウス工業 タカラレーベン 東急リバブル 東京建物

日本土地建物 長谷工コーポレーション ベターライフハウス

細田工務店 三井不動産レジデンシャル 明和地所

【注文住宅 提携会社】

アキュラホーム 住友林業 大和ハウス工業 ミサワホーム

【仲介 提携会社】

みずほ不動産販売 三井住友トラスト不動産 三菱UFJ不動産販売

【リフォーム 提携会社】

大和ハウスリフォーム 東京ガスリモデリング ミサワリフォーム

■時間10:30～16:00個別相談ブース
各分野の専門家が無料で個別相談に応じます！

10:00～ 開場・受付開始（最終受付 16:00）受付にて、お楽しみ抽選会の抽選券を配布いたします。

■時間10:00～17:00相談ブース入退場
自由 来場特典付の物件を多数ご用意しています！

ベルス（日本IBMグループ 日本郵政グループ シスコシステムズ アジレント・テクノロジー キーサイト・テクノロジー 日本オラクル ジブラルタ生命保険
日本ヒューレット･パッカード P&Gグループ JBグループ ラックグループ JIEC アルファテック・ソリューションズ オリンパスグループ イオングッドライフクラブ
そごう・西武共済会 JCB プルデンシャル健康保険組合 オリエンタルモーター アディダス・ジャパン 日本コンセントリクス SBIホールディングス
ジェー・ピー・カードサービス〈全国警察職員〉 UAゼンセン 総合メディカル ドコモグループ BELSファミリークラブ会員企業 他）
伊藤忠グループ ANAグループ SMBCグループ(泉友ハウジングサークル) NTTグループ NTTデータグループ JFEグループ 住友商事グループ
双日グループ ソフトバンクグループ DNPグループ DICグループ 東急グループ 東京海上グループ ニコングループ ニチレイグループ パナソニックグループ
日立グループ 富士通グループ 丸紅グループ みずほフィナンシャルグループ 三菱商事グループ 三菱電機グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ
横河グループ ライオングループ リコー三愛グループ

■ご相談は1組様30分程度とさせていただきます。
■ご予約は申込フォームをメールまたは、FAXにてお申込みください。
■お申込み多数の場合は承れない場合があります。

※セミナー内容は止むを得ない事情により、予告なく変更になる場合が

ございます。予めご了承ください。

第１回

10:15
～11:05

第２回

12:00
～12:50

第３回

13:45
～14:35

第４回

15:20
～16:10

■講師

■講師

住宅の税金に強くなる！

～初めてのマイホームの税金講座～

予約制
各回定員

120名 ハウジングセミナー

今が買い時？不動産市況
～新築マンション動向から中古マンションの市場まで 価格・金利

・人口。今後のマンション購入に関わる情勢を解説～

T編集長のモデルルーム見学体験記
～年間100件のモデルルームを見学するマンションマニアが

語るモデルルーム見学のポイント・最新の設備～

■講師 株式会社ベルス 田辺健司 氏

住宅資金計画全般 三井住友信託銀行

住宅資金計画全般 三菱UFJ信託銀行

税金相談 小林会計事務所

FPによるライフプラン相談 東京海上日動あんしん生命

税理士法人 小林会計事務所
執行役員 山田秀敏 氏

住まい選びお役立ち

住宅フェア＆セミナー

セコムホームライフ株式会社
住まいの情報館 館長 中野誠司 氏

何が当たるか？豪華賞品はウラ面をみてね！
抽選券は当日のお渡しとなります。

空くじなし

お楽しみ抽選会
QUOカード

2,000 プレゼント！円
分

QUOカードは一家族様につき1枚となります。
QUOカードは後日郵送いたします。

■会場 大和ハウス工業 東京ビル2F ◎JR「飯田橋」駅東口より徒歩7分/◎東京メトロ有楽町線・南北線、都営大江戸線

「飯田橋」駅A1出口より徒歩7分/◎東京メトロ東西線「飯田橋」駅A5出口より徒歩

約4分またはA2出口より徒歩7分/◎「水道橋」駅西口より徒歩2分
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
※地図・交通アクセスはウラ面でご確認ください。

■参加職域会社

予約制

2019

12 1/
10:00

～17:00 日
sun

■講師 株式会社エルディーサポート
住宅コンサルタント

代表 屋形武史 氏

知って得する住宅セミナー
～住宅取得基礎知識から増税支援策まで、そのポイントを整理～



株式会社ベルス 持家支援サービス部 9:00～17:30 (土･日･祝休) お問合せ TEL:0120-923-681 E-mail:houjin-js@mx.bels.co.jp

お楽しみ抽選会 プレゼント賞品

※当日プレゼント賞品をお渡しいたします。※生産・販売状況によって賞品の変更がある場合がございます。※カラー等はお選びいただけません。

【個人情報の利用目的】 本催事に関していただいたお客様の個人情報は、当社からの本催事に関するご案内、受付簿作成等に利用いたします。

■参加お申込みは メールまたはFAXでお願いいたします。
E-mail entry@mx.bels.co.jp FAX 03-6417-9143

HITACHI ビューティ家電 「保湿サポート器」

HITACHI ビューティ家電 「まつ毛カーラー」

LION トップNANOX＆チャーミーMagicaセット

HITACHI ビューティ家電 「ナノイオンドライヤー」

舞浜テーマパーク ペアチケット

FUjiTSU 「キレイヤサイ ギフトカード」

※参加お申込み期限：2019/11/25 ※セミナー・各種相談は、参加お申込みが定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。予めご了承ください。

限定200組

■会場
大和ハウス工業 東京ビル2F
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号

■交通アクセス
◎JR「飯田橋」駅東口より徒歩7分

◎東京メトロ有楽町線・南北線、都営大江戸線「飯田橋」駅

A1出口より徒歩7分

◎東京メトロ東西線「飯田橋」駅A5出口より徒歩約4分

またはA2出口より徒歩7分

◎「水道橋」駅西口より徒歩2分

※駐車場のご用意はございません。お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。
また、お車でお越しの方は近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。

森永お菓子詰め合わせ 他
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フリガナ
お名前

男
・
女

電話番号

ご住所 ご勤務先

ご希望の参加人数 (大人 名／お子様 名) E-mail

アドレスご希望の参加内容 □ 住宅フェア □ セミナー □ 各種相談

ご検討内容 □ 新築マンション・戸建購入 □ 中古マンション・戸建購入 □ 土地探し □ リフォーム □注文建築

資金相談・税金相談・ライフプラン相談 予約 ハウジングセミナー 予約

三井住友信託銀行
［住宅資金計画全般］

□10:30～□11:30～□12:30～□13:30～□14:30～□15:30～ □ 第1回 10:15～11:05 住宅の税金に強くなる！

三菱UFJ信託銀行
［住宅資金計画全般］

□10:30～□11:30～□12:30～□13:30～□14:30～□15:30～ □ 第2回 12:00～12:50 T編集長のモデルルーム見学体験記

小林会計事務所
[税金相談]

□10:30～□11:30～□12:30～□13:30～□14:30～□15:30～ □ 第3回 13:45～14:35 知って得する住宅セミナー

東京海上日動あんしん生命
[FPによるライフプラン相談]

□10:30～□11:30～□12:30～□13:30～□14:30～□15:30～ □ 第4回 15:20～16:10 今が買い時？不動産市況

※ セミナーに参加及び各種相談をご希望の方は、□に✔を記入のうえ、お送りください。（複数参加・可）受領後、担当者よりメールにて連絡させていただきます。

住まい選びお役立ち住宅フェア＆セミナー


